
OUTスタート（暖流コース）
予選Ｇ 予選Ｇ 予選Ｇ 予選Ｇ
学校名 学校名 学校名 学校名

まつおか　りゅうや 77 てらにし　りょうま 77 かめい　こうき 76 かわさき　しょうご 76

松岡　龍也 岡山・関西高等学校 寺西　遼馬 広島・祇園東中学校 亀井　康生 高知・明徳義塾高等学校 川崎　奨悟 香川・高松中央高等学校

ありおか　しゅうま 76 かとう　ひろき 76 きくち　あきなり 76 やまうち　はやて 75

有岡　秀真 高知・明徳義塾高等学校 加藤　祐紀 香川・藤井学園寒川高等学校 菊池　晃成 愛媛・帝京第五高等学校 山内　颯 高知・高知中央高等学校

いけだ　ゆうき 75 きのした　けいすけ 75 こんだ　かずま 75 たなまち　しゅん 74

池田　優己 大阪・熊取北中学校 木下　圭介 高知・明徳義塾高等学校 近田　一真 香川・藤井学園寒川高等学校 棚町　駿 香川・藤井学園寒川高等学校

なかそね　たろう 74 たかはし　かいり 74 ふくずみ　しゅう 74 ひろうち　しゅう 74

中曽根　多朗 香川・香川西高等学校 髙橋　海理 岡山・作陽高等学校 福住　修 高知・明徳義塾中学校 弘内　秀 高知・明徳義塾高等学校

いけだ　たくみ 73 はやし　しげと 73 たけやま　こうせい 73 うしつか　かいと 73

池田　拓己 香川・香川西高等学校 林　重翔 香川・香川西高等学校 竹山　昂成 大阪・興國高等学校 牛塚　海斗 香川・香川西高等学校

おおやけ　まさき 73 いまむら　よしき 72 よしもと　しょうた 72 おちあい　りょう 72

公受　将輝 愛媛・帝京第五高等学校 今村　佳生 高知・明徳義塾高等学校 吉本　翔雄 香川・藤井学園寒川高等学校 落合　凌 香川・高松北高等学校

かとう　わたる 71 ばんどう　としき 71 たけかわ　かずと 71 たなか　しんのすけ 70

加藤　渉 香川・藤井学園寒川高等学校 板東　寿匡 香川・香川西高等学校 竹川　加寿斗 香川・藤井学園寒川高等学校 田中　伸乃輔 福井・福井高校

おかだ　こうへい 69 おおいし　あつや 67 おおしま　たから 66 すぎはら　たいが 66

岡田　晃平 高知・明徳義塾高等学校 大石　敦也 福井・福井高校 大嶋　宝 岡山・多津美中学校 杉原　大河 徳島・生光学園高等学校

INスタート（太平洋コース）
予選Ｇ 予選Ｇ 予選Ｇ 予選Ｇ
学校名 学校名 学校名 学校名

かりべ　たかや 77 てらだ　ゆうや 77 たむら　ぐんま 77 おがわ　りゅうが 78

苅部　貴哉 高知・明徳義塾高等学校 寺田　雄哉 香川・香川西高等学校 田村　軍馬 愛媛・北条北中学校 小川　龍雅 香川・香川西高等学校

まつうら　ゆうざい 78 ますだ　ゆうき 79 かとう　まさる 79 のだ　りんたろう 79

松浦　佑斎 岡山・関西高等学校 増田　湧希 香川・香川西高等学校 加藤　將 香川・勝賀中学校 野田　倫汰郎 香川・高松中央高等学校

あかせ　たかゆき 79 しますえ　たいよう 79 たけした　かいと 80 なかむら　こうたろう 80

赤瀬　嵩幸 香川・香川西高等学校 島末　大洋 大阪・興國高等学校 竹下　海人 高知・明徳義塾高等学校 中村　洸太郎 愛媛・松山聖陵高等学校

たなか　りゅうき 80 おおしま　いのち 80 いしがき　だいすけ 81 ご　しんい 81

田中　隆貴 愛媛・新田青雲中等教育学校 大嶋　命 岡山・関西高等学校 石垣　大介 高知・明徳義塾高等学校 呉　心瑋 高知・明徳義塾高等学校

さくらい　せいま 82 きくち　やすなり 83 ともり　ときまさ 83 ふじおか　りゅうへい 84

桜井　聖真 高知・明徳義塾高等学校 菊池　泰成 愛媛・帝京第五高等学校 土森　隆正 高知・明徳義塾高等学校 藤岡　龍平 愛媛・松山聖陵高等学校

ながた　しんたろう 85 てらお　ゆうき 85 たけだ　ゆいと 85

長田　慎太郎 高知・土佐高等学校 寺尾　悠希 香川・香川西高等学校 武田　唯人 高知・明徳義塾高等学校

みやけ　ゆうき 86 ふじもと　こうき 88 たかはし　りきや 93

三宅　勇輝 香川・香川西高等学校 藤本　幸希 岡山・関西高等学校 高橋　力也 高知・明徳義塾高等学校

おくだ　ぶんた 94 なかじま　ゆうすけ 105 かどの　かえで 118

奥田　文太 高知・明徳義塾高等学校 中島　愉英 高知・高知中央高等学校 門野　楓 香川・高松中央高等学校

（参加者　61名）

（注意事項）

1.欠席者のあった場合は、組合せを一部変更することがある。

2.マーカーは、次打者、最終打者のマーカーは第１打者とする。

3.病気、事故などのため参加を取りやめる場合は、必ず事前にKochi黒潮カントリークラブ（0887-33-4455）へ届けること。

4.無断欠場は、来年度の当該競技を含め、１年間Kochi黒潮カントリークラブ主催競技への出場を停止する。

日　時　

会　場　

主　催　

第１８回黒潮ジュニア選手権　組合せ表　【二日目】

高校生男子の部

組 時間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 8:42

2 8:50

3 8:58

4 9:06

5 9:14

6 9:22

7 9:30

8 9:38

組 時間 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 8:42

2 8:50

3 8:58

4 9:06

5 9:14

6 9:22

7 9:30

競技委員長　日和﨑　二郎

8 9:38

平 成 29 年 8 月 30 日 （ 水 ）
Kochi黒潮カントリークラブ
（ 7110yard par72 ）
Kochi黒潮カントリークラブ


